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まえがき

現在，インターネットが急速に普及しており，パソコン

だけでなく，組込み機器をネットワーク接続し，機器の稼

動履歴の収集や動作条件の設定など，遠隔監視・制御に対

するニーズが急速に高まっている。また，携帯電話に代表

されるような無線通信技術の著しい進歩により，無線通信

網の整備と通信の低価格化も同時に進んでいる。

組込み機器をネットワーク接続するためには，センター

装置と組込み機器間の通信仕様（通信プロトコル，シーケ

ンス，データ形式）を決め，センター装置と組込み機器の

双方のソフトウェア開発が必要となる。

一般に，組込み機器は，独自アーキテクチャ，リアルタ

イム性，リソース制約（コスト的に最適化された資源：

CPU，メモリ，周辺インタフェース）という特徴を持つ。

したがって，組込み機器のソフトウェア開発は，パソコン

ベースであるセンター装置のソフトウェア開発と比較し，

開発効率は低く，高度な技術と高い信頼性が要求され，手

軽にソフトウェアの変更を行うことはできない。

しかし，組込み機器がネットワーク接続されることによ

り，想定しなかったさまざまな応用機能に対するニーズが

膨らむ可能性がある。これらのニーズに対して，応用機能

を容易に拡張できるように備えておく必要がある。

本稿では，ネットワーク対応のしやすさと応用機能の拡

張の容易化を図るために開発した組込み機器用途向け

Javaプラットフォームについて，自動販売機への適用例

を交えて紹介する。

組込み機器用途へのJava 適用

２.１ Java の特徴

Javaは，「ネットワークを前提としたプログラミング言

語」であり，インターネットの標準通信プロトコルである

TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Proto-

col）をサポートし，このプロトコルでの通信機能を容易

に実現することができる。

また，Javaは「アーキテクチャニュートラル」（プラッ

トフォーム非依存）であり，「一度書けば，どこでも動く」

（Write Once，Run Anywhere）を特徴とし，パソコンな

どのクロス環境による開発の効率化ができる。

さらに，Javaはオブジェクト指向言語であり，ソフト

ウェアの共通部品化を図ることでソフトウェアの再利用に

よる開発の効率化も期待できる。

言語として，Javaを他言語と比較した場合のメリット

とデメリットを表１にまとめる。

Javaのデメリットは，実行環境として，高性能 CPU，

大容量メモリを必要とする点であり，組込み機器用途とし

ては，従来に比較し高いハードウェア仕様が必要になる。

また，リアルタイム性が低く，組込み機器そのものの制御

への適用は難しい。しかし，これらの制約を認識し，実力

を考慮したうえで適用するなら，それを補うだけのメリッ

トを十分持っている。

Javaプラットフォーム（JRB：Java Running Box）は，

組込み機器の主制御部と接続することを前提とする。この

2 CPU化により，機器そのものの基本制御にかかわる処理
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表１　言語としてのメリットとデメリット�

項目�
言語�

Java

OS�
依存性�

機能�
充足度�

　　　 非依存�
（Java 仮想マシン）�
　異 CPU，OS で�
　　　　　  動作可�

高い�
（多機能可能）�

機能�
拡張性�

高い�
（既存部分影響小）�

言語�
習得性�

比較的易しい�

部品再�
利用性�

高い�

応答性�
中�

（事実上問題なし）�

ROM 容量大�

RAM 容量大�

インタープリタ言語�
（Basic，Script）�

低い�
（機能限定）�

低い�
（設計から見直し）�

易しい�

低い�

遅い�

容量大�

容量大�

コンパイラ言語�
（C，C＋＋）�

依存� 依存�
�

実行環境での　　�
　　　　動作不可�

�
オープンな　　　　�
インタープリタなし�

高い�
（多機能可能）�

高い�
（既存部分影響小）�

難しい�

配慮しないと低い�

速い�

容量小�

容量小�
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は主制御部 CPUが担当し，応用機能を JRB 側 CPUの

Javaアプリケーションプログラム（Javaアプリ）が担当

するという機能の切り分けができる。

２.２ JavaVMとその実現手段

JavaVM（Virtual Machine：仮想マシン）は，Javaプ

ログラム（バイトコード命令）を逐次実行方式（インター

プリタ方式）で動作させるための環境である。

JRBに採用した JavaVMは，PersonalJavaをベースと

し，不要な機能である GUI（Graphical User Interface）

などを取り除き，EmbeddedJava 化し，軽量化したもの

である。

また，JavaVMの実現手段として，ソフトウェアで実現

する方法とハードウェアで実現する方法があるが，後者を

選択した。

MPUの採用に際して，Java 実行性能だけではなく，組

込み機器に必要となる各種ミドルウェア〔PPP（Point-to-

Point Protocol），TCP/IP，ファイルシステム，IrDA（In-

frared Date Association）など〕のサポートも考慮する必

要がある。具体的には，Javaバイトコード命令を高速に

直接実行できる picoJava-ⅡをコアとしたMPUを採用し

た。

picoJava-Ⅱの特徴は次のとおりである。

™Java バイトコード命令を直接実行

™6 段パイプライン構造

™命令キャッシュ：0～ 16 kバイト

™データキャッシュ：0～ 16 kバイト

™64エントリ 32ビットスタックキャッシュ

™命令フォールディングによる高性能化

™FPU 搭載

JRBの自動販売機への適用

３.１ 自動販売機における課題

自動販売機の主制御部のソフトウェアは，商品の冷熱制

御や販売制御などの基本制御機能に加え，販売情報管理

（POS：Point of Sales），キャッシュレス販売機能，割引

販売サービスなどのさまざまな応用機能が毎年付与され大

規模化している。このため，主制御部のソフトウェアへの

機能追加変更は，既存機能の品質確保が絶対条件となり，

大きな開発投資が必要になる。したがって，顧客からのさ

まざまな要望に対し，そのすべてに迅速に対応することは

事実上困難であった。

３.２ JRB適用の意義

自動販売機に JRBを搭載し，主制御部と合わせて 2

CPU 化することで，応用機能を主制御部のソフトウェア

ではなく，JRB 上の Javaアプリとして動作させることが

できる。

これにより，パソコン上でのクロス環境での開発，共通

部品化されたクラスの再利用化により開発の効率化が図れ，

顧客からの要望に対して迅速な対応が可能となる。また，

センター装置とのネットワーク接続に対しても，柔軟かつ

容易に対応できるため，IT（Information Technology）

を用いた多彩なシステムへの拡張も可能となる。

自動販売機用JRB

４.１ JRB搭載自動販売機システムの構成

JRB 搭載自動販売機システムの構成を図１に示す。

図内のアプリケーションＡ～Ｃは，応用機能を実現する

Javaアプリを表す。

JRBと組み合わせることで，センター装置とのネット

ワーク接続，あるいは PDA（Personal Digital Assistant）

や HHT（Handheld Terminal）などの携帯端末との赤外

線通信を用いたシステム化が可能になる。

４.２ ハードウェア構成

自動販売機用に開発した JRBの外観を図２に示す。

JRBを自動販売機へ適用するうえで，単に高速な Java

実行環境を提供するだけでは不十分であり，以下の項目を

検討し，開発した。
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図２　JRBの外観
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図１　JRB搭載自動販売機システムの構成
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各種 I/Oインタフェース

自動販売機の主制御部だけでなく，さまざまな機器・デ

バイスと接続するための I/Oインタフェース（RS-232C，

IrDAなど）の充実を図った。

センター装置とは LANではなく，無線公衆網を介した

接続を前提としたインタフェースを装備している。

デバッグ時に必要なインタフェースや LED（Light

Emitting Diode）ランプ，操作スイッチ，ブザーなども標

準装備とした。

外形サイズ

自動販売機組込み時の外形サイズの制約から周辺 LSI

の ASIC（Application Specific Integrated Circuit）化を

図り，小型化を実現した。

メモリとその容量

™プログラム本体や更新頻度の少ない各種データを格

納するためのフラッシュメモリ

™電源断後もデータ保持できるバッテリーバックアップ

付きメモリ（SRAM）

™プログラムのローディングおよび Java 実行時に必要

となる作業領域用メモリ（SDRAM）

メモリサイズは，将来の拡張性も考慮して決定した。

JRBのブロック図を図３，JRBの周辺インタフェースを

図４に示す。

４.３ ソフトウェア構成

JRBのソフトウェア構成と Javaアプリ実行環境を図５

に示す。

４.４ 自動販売機用Java アプリ実行環境

図５に示す自動販売機用 Javaアプリ実行環境を，Java

アプリを動作させるためのフレームワークとして開発した。

主要な機能を以下に述べる。

複数 Javaアプリ動作

異なる応用機能を実現する Javaアプリを複数同時に動

作させるための仕組みを用意した。具体的には，立上げ時

に，起動リストに登録された Javaアプリをスレッドとし

て起動するようにした。

また，個々の Javaアプリが他の Javaアプリの動作に

よる影響を受けにくいように Javaアプリの独立性を考慮

（1）

（3）

（2）

（1）
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し，マルチスレッドによる動作環境を実現した。

主制御部との通信インタフェース

主制御部との通信インタフェースを用意し，主制御部と

の通信を行い，目的とする応用機能を Javaアプリで実現

できるようにした。

イベント駆動型処理

Javaアプリは，イベント駆動（イベントドリブン）型

処理を基本とした。

具体的には，自動販売機で商品の販売が行われたとき，

主制御部から JRBに発信される販売イベントは，そのイ

ベントを必要としているすべての Javaアプリに対して通

知されるようにした。

また，複数の Javaアプリが動作しているとき，個々の

Javaアプリが同一のイベント登録をした場合でも，登録

先の複数の Javaアプリに対して，漏れなくイベントが通

知されるようにした。

Javaアプリのダウンロード

自動販売機の機種や設置場所の違いなどにより，個々の

自動販売機上で動作する Javaアプリは同一種類にはなら

ないことを想定し，Javaアプリ単位のダウンロード機能

を実現した。

メモリカード，PDAや HHTなどの携帯端末との赤外

線通信，センター装置とのネットワーク接続という３種類

の経路での Javaアプリの追加や削除を可能とした。

４.５ オープンなネットワークへの対応

センター装置との無線公衆網を介したネットワーク接続

を実現するために，標準通信プロトコルである PPPおよ

び TCP/IPを採用し，FTP（File Transfer Protocol）サー

バ・クライアント，SMTP（Simple Mail Transfer Proto-

col）クライアント，HTTP（Hyper Text Transfer Proto-

col）サーバなどのソフトウェア群を用意した。

これにより，センター装置とのネットワーク接続を行う

Javaアプリの開発を効率化でき，柔軟なシステムを構築

できるようにした。

４.６ 各種インタフェースへの対応

PDAや HHTなどの携帯端末との赤外線通信，主制御

部以外の各種機器・デバイスとの通信インタフェースを用

意し，Javaアプリからこれらの通信インタフェースを利

用することができるようにした。

４.７ RAS機能の強化

Javaアプリは，パソコン上のクロス環境での開発が可

能であるため，開発を効率的に行えるが，パソコンと

JRBとのハードウェアの相違により，タイミングなどに

影響される処理については，JRB 上での動作検証が必要

となる。

また，JRBは複数 Javaアプリが同時に動作するため，

もし，何らかの問題が発生したときには，その原因発生元

を切り分け，迅速な対応を行う仕組みが必要となる。

JRBでは，Javaアプリ検証や問題発生時の原因調査を

効率的に行うために，RAS（Reliability Availability Ser-

viceability）機能の中でも，ロギング機能を充実させた。

あとがき

本稿では，組込み機器用途向け Javaプラットフォーム

について，自動販売機への適用を中心に紹介した。

JRB 搭載の自動販売機は，ネットワークや携帯機器な

どの ITを利用した迅速かつダイナミックな応用機能の拡

張を容易にし，多様なシステムに対応できる。

図６に示すように，オープンなネットワーク環境と

Javaで実現できるさまざまな応用機能により，自動販売

機ビジネスの革新を目指していく。

組込み機器用途向け Javaプラットフォームは，組込み

機器をネットワーク接続するとともに，新しい応用機能を

付加するためにも利用できる。

自動販売機への適用により得た技術と実績を基に，さま

ざまな組込み機器用途への適用を図っていく。

最後に，これらの開発に際し，終始ご支援・ご協力いた

だいた顧客ならびに関係各位に対し謝意を表す次第である。
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